
プログラムを取り入れた指導事例（小学校３年 算数）

１ 単元名 １けたをかけるかけ算の筆算

２ 単元について

（１）単元の目標

○(２，３位数)×(１位数)の計算を筆算でできる。また，簡単な(２位数)×(１位数)の計

算を暗算でできる。

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解

(２，３位数)×(１ (何十・何百)×(１ (２，３位数)×(１ (２，３位数)×(１

位数)の計算方法を 位数 )の計算の仕方 位数)の計算を筆算や 位数)の計算の仕方

考えようとする。 を，１０や１００を 暗算でできる。 を理解している。

筆算や暗算のよさ 単位として考えるこ

に気付く。 とができる。

(２，３位数)×(１

位数 )の計算の仕方

を，数の仕組みや計

算のきまりをもとに

考えることができる。

（２）単元観

本単元に関わる内容について，学習指導要領では次のように記載されている。

Ａ【数と計算】

Ａ（３）乗法

（３） 乗法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを適切に用

いる能力を伸ばす。

ア ２位数や３位数に１位数や２位数をかける乗法の計算の仕方を考え，それらの

計算が乗法九九などの基本的な計算を基にしてできることを理解すること。また，

その筆算の仕方について理解すること。

イ 乗法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。

ウ 乗法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計算の確かめ

をしたりすることに生かすこと。

また，内容の取り扱い（２）に示された指導事項も含まれている。

（２） 内容の「Ａ 数と計算」の（２）及び（３）については，簡単な計算は暗算でで

きるよう配慮するものとする。

児童はこれまでに乗法については，第２学年でかけ算の意味と九九，簡単な２位数×１位数

の計算を，そして第３学年で１０のかけ算，０のかけ算を学習してきている。

本単元では，これらのことを活用して，(２，３位数)×(１位数)の計算を筆算でできること，

また，簡単な(２，３位数)×(１位数)の計算を暗算でできることをねらいとしている。

筆算の導入にあたって，まず，(何十・何百)×(１位数)の計算の仕方を考えさせ，理解させ

習熟できるようにする。そして，１２×４のような計算を取り上げ，十進位取り記数法に基づ

いて位ごとに分けて計算することのよさに気付かせていきたい。その上で，この考えを筆算形

式と結びつけ，計算の順序，かき方，唱え方を知らせて筆算の仕方を十分理解できるようにす

ることを目指していく。

筆算は，かけ算九九の繰り返しに帰着するので，被乗数が２位数から３位数になっても，さ

らに九九を繰り返すだけで答えが求められる。従って(２位数)×(１位数)の筆算の原理を十分

理解させ，これをもとに児童自らが(３位数)×(１位数)の筆算の計算の仕方を見いだしたり，

意味を説明したりできるようにさせていきたい。



また，かけ算の暗算は，身近な計算に役立つだけでなく，数についての判断や見積もりにも

有効に機能する。答えの見当づけから入り，暗算には上の位から処理する方法が適しているこ

とに気付かせていきたい。

単元のねらいを達成するため，児童がこれまで学んできたかけ算の学習を生かして，自ら計

算の意味や計算の仕方を考えようとする態度を育てていきたい。

（３）小中一貫教育の観点から（省略）

（４）児童の実態（省略）

（５）指導観

本単元では，児童自らが筆算の計算の仕方を見いだしたり，意味を説明したりできることに

重点を置き，指導の充実を図りたい。

まず，(何十・何百)×(１位数)の計算の仕方では，１０や１００を単位にすれば，被乗数が

何十，何百と大きくなっても既習のかけ算九九を使って計算できることを理解させていく。計

算の仕方を考えさせ，九九の計算に帰着して結果を求められるように，図，式，ことばで表し

たり，説明したりする活動を取り入れていきたい。

第２時では，十進位取り記数法に基づいて，位ごとに分けて計算することのよさに気付かせ

ていく。その際，計算棒や図を活用して，位ごとに分けて答えを導き出すための過程を，段階

的に指導していきたい。計算の仕方を考えさせながら，どのような数であっても，(２位数)×

(１位数)のかけ算に普遍的に使えるのは，十進位取り記数法に基づく考えであることを理解さ

せ，筆算形式の導入につなげていきたい。

第３時以降の学習では，筆算の仕方を説明する際に，計算棒を用いて被乗数の大きさを捉え

させるとともに，これと乗数をかける際，九九によって答えが求められることと結び付けてい

く。また，図で表し，それをことばや式と関連づけ，説明できるようにしていきたい。

また，かけ算の筆算の手順が確実に身に付くようにするために，はじめは声に出して筆算の

仕方を唱えさせ，徐々に念頭で唱えてできるようにさせていきたい。

授業構成としては，児童全員が授業の中で考えを話せる場を保障するために，「個人→グル

ープ→全体」という単位で組み立てていく。この活動により，考えを話す機会を増やし，自分

の考えを確かなものにしたり，新しいものの見方を知ったりできるようにする。発言が苦手な

児童も，ノートに書いた自分の考えを，グループ内では説明できるよう励ましていきたい。

さらに，Ｔ・Ｔ指導を生かす手だてとして，効果的な資料提示や個に応じた支援，グループ

内での話し合い活動への助言など，きめ細やかな指導を心がけ，児童が意欲的に取り組めるよ

う支援していきたい。

新しく学ぶかけ算の筆算について，その原理を理解したり，被乗数が３位数の場合でも自ら

筆算の仕方を考え出したりできることは，児童にとって大きな自信となり，計算がさらに好き

になるであろう。これらを支援しながら，学ぶ意欲の向上にもつなげていきたいと考える。

３ 単元の指導計画と評価規準（１４時間扱い）

時配 学習内容と活動 形態 評価規準（方法）

・買い物場面から，２０×３， 一 斉 ・２０×３や２００×３の計算の仕方

１ ２００×３を立式する。 T・T を考え，絵，図，ことば，式などを

・計算の仕方を１０や１００を単 用いて説明できる。

位にして考え，説明する。 【数学的な考え方】（発言・ノート）

１ ・１２×４を立式し，答えの見当 一 斉 ・１２×４の計算の仕方を考えようと

をつける。 T・T している。

本 ・計算の仕方を考え，１２を１０ 【関心・意欲・態度】（観察・ノート）

時 と２に分けて考え，説明する。 ・１２×４の計算の仕方を考え，説明

することができる。

【数学的な考え方】（発言・ノート）



・前時 の計算の仕方をもとに 一 斉 ・１２×４の筆算の仕方を考え，理解

１２×４の筆算の仕方を理解す T・T することができる。

１ る。 【数学的な考え方】【知識・理解】

（発言・ノート）

・繰り上がりのないかけ算の筆算がで

きる。

【技能】（ノート）

・十の位に繰り上がった数の処理 一 斉 ・一の位に繰り上がりが１回ある場合

１ の仕方を中心にして，２４×３ T・T の筆算の仕方を考え，説明し，筆算

の筆算の仕方を話し合う。 が正しくできる。

【数学的な考え方】【技能】（発言・ノート）

・百の位に繰り上がった数の処理 一 斉 ・十の位に繰り上がりが１回ある場合

１ の仕方を中心にして，３２×４ T・T の筆算の仕方を考え，説明し，筆算

の筆算の仕方を話し合う。 が正しくできる。

【数学的な考え方】【技能】（発言・ノート）

・十の位や百の位に繰り上がった 一 斉 ・繰り上がりが２回ある場合の筆算の

１ 数の処理の仕方を中心にして， T・T 仕方を考え，説明し，筆算が正しく

４３×６の筆算の仕方を話し合 できる。

う。 【数学的な考え方】【技能】（発言・ノート）

１ ・練習 個別

・既習との違いを明らかにして 一 斉 ・(３位数)×(１位数)の筆算の仕方が

２１２×３の筆算の仕方を考え T・T わかる。

１ る。 【知識・理解】（発言・ノート）

・(３位数)×(１位数)の筆算が正しく

できる。

【技能】（ノート）

・繰り上がった数の処理の仕方を 一 斉 ・繰り上がりが３回ある場合の筆算の

１ 中心にして３８７×４の筆算の T・T 仕方を考え，筆算が正しくできる。

仕方を話し合う。 【数学的な考え方】【技能】（発言・ノート）

・空位の数の処理の仕方を中心に 一 斉 ・空位のある(３位数)×(１位数)の筆

１ して，４０６×７の筆算の仕方 T・T 算の仕方を考え，説明し，筆算が正

を話し合う。 しくできる。

【数学的な考え方】【技能】（発言・ノート）

１ ・練習 個別

・２３×４の暗算の仕方を理解す 一 斉 ・簡単な(２位数)×(１位数)の暗算が

１ る。 T・T できる。

【技能】（ノート）

１ ・学習内容の自己評価 個別

１ ・既習事項の確認 個別

４ 本時の指導（２／１４）

（１）本時の目標と評価規準

目標 (２位数)×(１位数) の式に表し，十進位取り記数法に従って計算すればよいこ

とを理解する。

評価規準 １２×４の計算の仕方を考えようとしている。【関心・意欲・態度】

１２×４の計算の仕方を考え，説明することができる。【数学的な考え方】

（２）授業改善の視点

セルフチェックシート４‐②「話し合い活動を取り入れる」

・１２×４の計算の仕方を個別に考えた後，３～４人のグループに分かれ，どのよう

な方法で考えたかグループ内で話し合わせる。この活動により，考え方の共通点を



見つけたり，新しい考え方を知ったりできるようになるであろう。また，発言が苦

手な児童も少人数グループ内で説明することにより，発表することへの自信につな

げていきたい。その後行う全体での話し合いにより，位ごとに分けて計算すること

のよさを確実なものとしていきたい。

（３）展開

過程 指導上の留意点と評価

(分) 学習活動と内容 形態 Ｔ１ Ｔ２ 備考

１ 素材について知る。 一斉 ・分かっているこ ・学習の準備がで

見 １はこ１２本入りのえん と，聞いている きているか確認

筆が４はこあります。 ことをはっきり する。

出 えん筆は全部で何本あり させ，１２×４

ますか。 と立式させる。

す ・分かっていること，聞 ・１箱は１０本よ

いていることを確認し， り多く，１０の

（５） 立式する。 ４倍は４０であ

・答えの見当をつける。 ることから，全

部で４０本より

多いと見当をつ

けさせる。

２ 本時の課題をとらえる。 ・課題を確認する。 既習

１２×４の計算のしかた ・既習内容を確認 内容

を考えよう。 して、学習の見 の掲

通しをもたせる。 示物

調 ３ 自力解決をする。 個別 ・１つの方法が見 ・考えが浮かばな

・自分の考えた計算の仕 つかった児童に い児童には，計

べ 方をノートに書く。 は，他の方法も 算棒などの具体

①図で表す。 考えるよう声を 物を用意して，

る Ａ １０と１のまとまりに かける。 計算の仕方を考

分けた図で表す。 ・複数の方法が考 えられるよう支

(10) 10 １ １ えられた児童に 援する。

10 １ １ は，答えを見つ ・１つの方法が見

10 １ １ ける近道として つかった児童に

10 １ １ どの方法がよい は，他の方法も

↓ ↓ か考えさせる。 考えるよう声を

４０ ８ ・６×４＋６×４ かける。

４０と８で４８ や８×４＋４×４

などのようにす

Ｂ アレイ図で表す。 る考えが出ても，

○○○○○○○○○○ 既習事項を基に

○○○○○○○○○○ した計算の工夫

○○○○○○○○○○ であるので評価

○○○○○○○○○○ し，よりわかり

１０×４＝４０ やすい計算の仕

方を考えさせる。

○○ ○○ ○○ ○○ ・考えがまとまっ

２×４＝８ た児童には，発

↓ 表ボードに書か

４０＋８＝４８ せ，説明ができ



るように練習さ

②式で表す。 せる。

Ａ たし算の式で考える。

１２＋１２＋１２＋１２＝４８

Ｂ 位ごとに分けてたす。

１０＋１０＋１０＋１０＝４０ 【評価】

２＋２＋２＋２＝８ １２×４の計算の仕方を考えようと

４０＋８＝４８ している。

【関心・意欲・態度】（観察・ノート）

Ｃ 位ごとに分けてかける。

１２×４

１０ ２

１０×４＝４０

２×４＝８

４０＋８＝４８

グル

４ グループ内で話し合う。 ープ ・３～４人のグル ・説明不足や発言

深 ・自分の考えを説明する。 ープで話し合わ がうまくできな

せる。 い児童に言葉を

め 補い，補助をす

る。

る 【評価】

１２×４の計算の仕方を考え，説明

(20) することができる。

【数学的な考え方】（発言・ノート）

一斉 発表

５ 全体で話し合う。 ・考え方の共通点 ・自力解決で，十 ボー

・友達の発表を聞き，考 に注意して話を 分に理解が認め ド

え方の共通点を話し合 聞くよう支援す られなかった児

う。 る。 童に対し，理解

・全員で声に出して計算 ・発表する児童の の支援を行う。 計算

の仕方を説明する。 補助をする。 ・計算棒を提示し 棒

・位ごとに分けて 位ごとに分けて

計算すると，既 考える方法を視

習のかけ算を使 覚的に捉えさせ

って計算できる る。

ことを確認する。

一斉

ま ６ 本時のまとめをする。 ・ノートの準備が ・児童の発言をも

と かけられる数を，十の位 できているか机 とにまとめる。

め と一の位に分けて考える 間指導をする。

あ とよい。

げ 個別

る ７ 練習問題を解く。 ・机間指導により ・机間指導により

①１３×４ 採点する。 採点する。

(10) ②２３×３ ・練習問題に取り ・解き方が分から



・問題を解く。 組むことで，ど ない児童には，

・計算の仕方を説明する。 んな数でも位ご 位ごとに分けて

とに分ける考え 考えられるよう

方で処理できる 助言する。

ことに気付かせ ・問題を解き終え

る。 た児童には，さ

・計算の仕方を声 らに練習問題を

に出して説明す 増やし，理解を

ることで，理解 深めさせる。

を深めさせる。

８ 本時の振り返りをする。 ・学習の感想を書

・ノートに学習の感想を かせ，学習を振

書く。 り返り，自己評

価できるように

する。

（３）板書計画

学 １２×４の計算の仕方を考えよう。

計算の仕方 計算の仕方

１はこ１２本入りのえん筆が （発表ボード） （発表ボード）

４はこあります。

えん筆は全部で何本ありますか

計算の仕方 計算の仕方

式 １２×４ （発表ボード） （発表ボード）

答えの見当 ↓

１０本の４倍で４０本。 １０と２に分けて計算するとよい。

４０本より多いだろう。

ま かけられる数を，十の位と一の位に

分けて考えるとよい。

ふ


